
ダンシングギャラクシー兵庫 主管 ＪＣＦ兵庫支局

平成３０年 １０月１４日（日）　　兵庫県立総合体育館

プロフェッショナル出場選手名簿 （１０月４日現在）

プロ オープン ＷＴ（Ｖ）ＦＱ
番号 勤務教室 所属県 級

1 三浦　大輔 三浦　美和子 海宝ダンススクール 東京 Ａ

2 平山　和事 平山　清賀 ダンススクール アクター 大阪 Ａ

3 杉嶋　浩和　 小柳　麻里 ECHO　DANCE　COMPANY 京都 Ａ

4 小林　久訓 土屋　純子 ダンスカンパニー コバヤシ 京都 Ａ

5 津々路　大介 津々路　恭子 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ｂ

6 一条　まこと 一条　みわこ 一条ダンススタジオ 富山 Ａ

7 岩佐　晃次 若木　敬子 イワサコウジ・ダンスアカデミー 京都 Ａ

8 奥野　功士 本田　和代 滋賀ボールルームダンススクール 滋賀 Ａ

9 加藤　義人 小林　維斗 二ツ森亨ダンスアカデミー 東京 Ａ

10 藤原　稔久 後藤　美保 藤原ダンススクール 兵庫 Ａ

11 豊嶋　慶一 豊嶋　絵梨子 Ｃｉａｏ Ｄａｎｃｅ 大阪 Ａ

12 赤松　旭 吉永　泰子 ソシアルダンス赤松 兵庫 Ａ

13 東　晋一 東　耀子 アドバンス･ダンス･スタジオ 京都 Ａ

14 梶　雅博 富田　わか香 わか菜ダンス教室 京都 Ａ

15 樋口  暢哉 柴田  早綾香 ミヤジマヒデユキダンススクール 東京 Ａ

16 新屋敷　善史 山本　玲子 Shinyashiki Dance Study 岡山 Ａ

17 池澤　大輔 池澤　千洋 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ａ

18 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ａ

プロ ライジング ＷＦ
番号 勤務教室 所属県 級

2 平山　和事 平山　清賀 ダンススクール アクター 大阪 Ａ

4 小林　久訓 土屋　純子 ダンスカンパニー コバヤシ 京都 Ａ

6 一条　まこと 一条　みわこ 一条ダンススタジオ 富山 Ａ

8 奥野　功士 本田　和代 滋賀ボールルームダンススクール 滋賀 Ａ

10 藤原　稔久 後藤　美保 藤原ダンススクール 兵庫 Ａ

12 赤松　旭 吉永　泰子 ソシアルダンス赤松 兵庫 Ａ

14 梶　雅博 富田　わか香 わか菜ダンス教室 京都 Ａ

16 新屋敷　善史 山本　玲子 Shinyashiki Dance Study 岡山 Ａ

18 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ａ

19 浪下　博主 金居　陽子 Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛 Ａ

 選手名

 選手名



20 大宮　淳二 畦田　真弓 ダンススタジオ神戸 兵庫 Ｃ

21 加納　栄治 加納　恵理 ダンススペース さくらさくら 京都 Ｄ

22 野田　康博 田井　美穂 DanceStudioNODA／エレガンスダンス総合学院 徳島 Ｃ

プロ ＢＣＤ級 ＴＦ
番号 勤務教室 所属県 級

5 津々路　大介 津々路　恭子 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ｂ

20 大宮　淳二 畦田　真弓 ダンススタジオ神戸 兵庫 Ｃ

21 加納　栄治 加納　恵理 ダンススペース さくらさくら 京都 Ｄ

22 野田　康博 田井　美穂 DanceStudioNODA／エレガンスダンス総合学院 徳島 Ｃ

23 城次　達也 山地　直子 ジョージダンススタジオ 滋賀 Ｄ

24 野田　和総 川辺　香津子 野田和総ダンススクール 京都 Ｃ

25 坂井　省仁 丹原　雅美 コジマダンスアカデミー 岡山 Ｃ

26 木本　慎吾 齊藤　綾華 ダンスカレッジ木本 大阪 Ｄ

27 山口　勝功 岩井　和江 幸村ダンススクール 兵庫 Ｃ

28 鍵本　浩也 森谷　恵子 コジマダンスアカデミー 岡山 Ｂ

29 伊藤　幹雄 伊藤　貞子 伊藤Ｍ＆Ｓダンススタジオ 福井 Ｂ

プロ ＣＤ級 ＷＴ
番号 勤務教室 所属県 級

20 大宮　淳二 畦田　真弓 ダンススタジオ神戸 兵庫 Ｃ

21 加納　栄治 加納　恵理 ダンススペース さくらさくら 京都 Ｄ

22 野田　康博 田井　美穂 DanceStudioNODA／エレガンスダンス総合学院 徳島 Ｃ

23 城次　達也 山地　直子 ジョージダンススタジオ 滋賀 Ｄ

24 野田　和総 川辺　香津子 野田和総ダンススクール 京都 Ｃ

25 坂井　省仁 丹原　雅美 コジマダンスアカデミー 岡山 Ｃ

26 木本　慎吾 齊藤　綾華 ダンスカレッジ木本 大阪 Ｄ

27 山口　勝功 岩井　和江 幸村ダンススクール 兵庫 Ｃ

プロ オープン ＣＳＲＰ（Ｊ）
番号 勤務教室 所属県 級

31 津々路　大介 津々路　恭子 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ｄ

32 加藤　義人 小林　維斗 二ツ森亨ダンスアカデミー 東京 Ａ

33 新屋敷　善史 山本　玲子 Shinyashiki Dance Study 岡山 Ａ

35 小坂　誠介 小坂　千尋 小坂誠介ダンススタジオ 岡山 Ｂ

36 浪下　博主 金居　陽子 Ｎａｍｉ　ダンススタジオ 愛媛 Ａ

37 木本　慎吾 齊藤　綾華 ダンスカレッジ木本 大阪 Ａ

38 鍵本　浩也 森谷　恵子 コジマダンスアカデミー 岡山 Ａ

 選手名

 選手名

 選手名



39 松本 悠 北野　恵 ダンス教室エイト 福岡 Ａ

40 山中　利通 山中　麻貴 幸村ダンススクール 兵庫 Ａ

41 西本　圭佑 重永　萌 河内正人ダンススタジオ 京都 Ｃ

42 白井　鷹征 泉　侑希 サード・ダンススクール 埼玉 Ａ

43 武内　要 呉　采禛 シンカワダンススタジオ 長崎 Ａ

プロ ライジング ＳＲ
番号 勤務教室 所属県 級

31 津々路　大介 津々路　恭子 CO.,CO エレガンスダンス総合学院 京都 Ｄ

37 木本　慎吾 齊藤　綾華 ダンスカレッジ木本 大阪 Ａ

41 西本　圭佑 重永　萌 河内正人ダンススタジオ 京都 Ｃ

42 白井　鷹征 泉　侑希 サード・ダンススクール 埼玉 Ａ

43 武内　要 呉　采禛 シンカワダンススタジオ 長崎 Ａ

44 平山　和事 平山　清賀 ダンススクール アクター 大阪 Ｂ

45 野田　和総 川辺　香津子 野田和総ダンススクール 京都 Ｂ

 選手名


